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奈良県教育委員会 

本日お伝えしたいこと 

１．全国学力・学習状況調査 

２．理科における今後の授業の在り方 

  〇 今年度の調査結果 

  〇 課題及び指導改善のポイント 
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奈良県教育委員会 

中学校理科における問題作成の枠組み 
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説明 主な
視点 

「活用」に関する主な視点の説明 
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知識、活用のいずれにおいても全国平均との差が大き
くなった。 
特に科学的な知識・技能に基づいた活用力に課題が見
られる。 

平均正答率の推移 
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中学校 理科 平均正答率と無解答率 
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奈良県教育委員会 

質問事項 回答 全国 奈良県 差 

理科の勉強は好きですか。 肯定的回答 61.9 56.6 -5.3 

理科の勉強は大切だと思いますか。 肯定的回答 69.3 63.6 -5.7 

理科の授業の内容はよく分かりますか。 肯定的回答 66.8 65.1 -1.7 
理科の授業や学習したことや、将来、社会に
出たときに役に立つと思いますか。 

肯定的回答 54.3 47.5 -6.8 

理科の授業で、自分の考えをまわりの人に説
明したり発表したりしていますか。 

肯定的回答 38.4 25.2 -13.2 

観察や実験を行うことは好きですか。 肯定的回答 80.1 73.2 -6.9 
理科の授業で、自分の予想をもとに観察や実
験の計画を立てていますか。 

肯定的回答 55.0 42.0 -13.0 

授業のはじめに目標（めあて、ねらい）が示
されていたと思いますか。 

肯定的回答 79.7 57.7 -22.0 

授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく
行っていたと思いますか。 

肯定的回答 59.3 41.7 -17.6 

生徒質問紙調査における回答状況 
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奈良県教育委員会 

-23.6 

-7.9 -6.6 

-20.6 
-4.0 -12.4 

関心・意欲・態度に関する質問項目における小６～中３（同
一世代）での変化 

教科の勉強が好き 教科の勉強は大切 
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奈良県教育委員会 

-20.5 -11.6 
-5.4 -22.0 

-8.2 -22.8 

学習に対する関心･意欲･態度に関する質問項目について、小学
校より中学校で肯定的な回答が減少する傾向にあるが、理科に
おいては、他教科と比較しても顕著である。 

教科の勉強が分かる 教科の勉強は役に立つ 
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学習意欲と学力 

質問項目 

肯定的に回
答した生徒
の平均正答
率（％） 

否定的に回
答した生徒
の平均正答
率（％） 

理科の勉強は好きですか。 58.8 46.7 

理科の勉強は大切だと思いますか。 57.7 45.6 

理科の授業の内容はよく分かりますか。 58.8 44.1 

理科の授業や学習したことや、将来、社
会に出たときに役に立つと思いますか。 57.9 49.1 
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奈良県教育委員会 

学校質問紙の結果 

 調査対象学年の生徒に対する理科の授業において、
前年度に理科室で生徒が観察や実験をする授業を１ク
ラス当たりどの程度行いましたか。 
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奈良県教育委員会 

調査結果から明らかになった課題 

・実験の結果を数値で表した表を分析して解釈し、規
則性を見いだすこと 

・基礎的・基本的な知識・技能を活用し、グラフ・資
料などに基づいて、自らの考えや他者の考えを検討
して改善すること 

・学習意欲の向上、観察・実験の機会の充実 
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調査結果と学習指導について【知識・技能】 

２(2)天気図から風向を読み取り、その風向を示してい
る風向計を選ぶ 

県平均正答率 
46.5％ 

全国平均正答率 
48.6％ 
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【知識・技能】 
風向風力計や吹き流しを使って、風向、風力を体験を通
して確認する学習場面の例 
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調査結果と学習指導について【活用】 
６(1)音の波形を比較し、音の高さが高くなった根拠と

して、正しいものを選ぶ。 

県平均正答率 
39.2％ 

全国平均正答率 
40.1％ 
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理科で学習した知識を活用する学習場面の例 
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【活用（分析・解釈）】 
４(1)実験の結果から、凸レンズによる実像ができるとき

の、像の位置や大きさについて適切な説明を選ぶ。 

県平均正答率 
43.3％ 

全国平均正答率 
44.5％ 
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従属変数が複数ある実験の結果から規則性を見いだすこ
とができるようにするための教師の支援の例 
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【活用（構想）】 
６(2)音の高さは、空気の部分の長さに関係していると
いう仮説が正しい場合に得られる結果を予想して選ぶ。 

県平均正答率 
29.5％ 

全国平均正答率 
29.9％ 
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理科で学習した知識を活用する実験を計画する学習場面
の例 
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【活用（検討・改善）】 
２(3)湿った空気が斜面に沿って上昇してできる雲につ 
   いて、その成因を説明した他者の考えを検討して、

誤っているところを改善する。 

全国平均正答率14.5％ 県平均正答率16.1％ 
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島の上空だけに雲ができる理由を複数の資料から考える
学習場面の例 
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【授業改善の際の留意事項①】 
観察・実験の計画 
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小学校理科と中学校理科における学びの視点 
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理科の学習における課題と授業での位置付け例 

課題 
・課せられた題 
・自身に課する題 
・解決すべき事項を表した題 
・解決のために取り組む事項を表した題 

授業での課題の位置づけ例 

ａ教師が示す 
ｂ教師と生徒のやりとりでつくる 
ｃ生徒が一人でつくる 
ｄ生徒が個人でつくった後、グループでつくりあげる 

ａ～dに共通するのは、疑問や興味・関心をもち、
解決したいという意欲 
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奈良県教育委員会 

調査結果を踏まえた授業改善の視点 

構想 

検討・
改善 

適用 

分析・
解釈 
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ポイント 
○生徒の科学的な体験活動は充実しているか 

 ・生徒が理科室で観察・実験を行う授業 

調査 
問題の
把握 

言語 
活動の 
充実 

○どのような内容が問われているか 

 ・設問の趣旨の把握 

 ・学習指導要領の把握 

 ・実生活における自然現象との関連 

○一方的な観察・実験指導になっていないか 

 ・見通しをもった学習計画の作成（本時の課題の把握） 

 ・得られた観察・実験結果を整理し、考察する活動の
充実と工夫（ICT機器の活用等） 

 ・振り返りの徹底（科学的な用語を用いて本時の説明
させるなどした本時の学習の定着）   

奈良県教育委員会 

調査結果から求められる理科の授業づくり 
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お茶の水女子大学研究班 

奈良県教育委員会 

「教育効果の高い学校」が行った主な取組 

地域の人材を外部講師として招いた授業 

数学で補充的な学習の指導 

教職員が校内外の研修や研究会に参加し、
成果を教育活動に積極的に反映 
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第２回 日時：11月13日（金） 
    場所：五條市立五條西中学校 
       （奈中理の事業と連携） 
    内容：公開授業、研究発表、講演等 

第３回 日時：11月26日（木） 
    場所：大和郡山市立矢田南小学校 
        （奈小理の事業と連携） 
    内容：公開授業、研究協議、講演等 

第４回 日時：12月24日（木） 
    場所：県立教育研究所 
    内容：講義、実技講習会等 

※ 参加定員あり 

奈良県教育委員会 

課題克服のための事業 

平成27年度理科の観察・実験指導力向上研究協議会 
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